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千種町鷹巣自治会

二二二三∋車重ミニー

ているうちに︑以前読んだ

﹁う

いたものかと迷い︑うろうろし

来たというのに︑今回は何を書

﹁たかず﹂発行の日が迫って

執事長は次のようにおっしゃる

の本を書かれた山田法胤薬師寺

に解釈されるんだそうです︒こ

留任しているという二つの意味

一つは︑不浄なる煩悩が人間に

しました︒

そこで︑﹁生活に生きる仏教

れてうろうろになったんだそう

﹁有漏﹂という仏教語が重ねら

それに拠ると︑うろうろは

っちへうろうろ︑こっちへうろ

人間は用もないのに誰もが︑あ

それが騒ぐからである︒だから︑

の煩悩が身心に留住していて︑

り︑そこらあたりをうろつくの

です︒これを﹁広辞苑﹂で引く

うろという所行になる︒ものご

語﹂なる本を取り出し︑読み返

と︑漢字で﹁術後﹂とあり︑意

とを決めるときも︑貪欲という

かといえば︑貪・暖・蘭の三蕾

味は﹁方向も定まらず行ったり

煩悩が語れ出て︑これが得だ︑

﹁うろ﹂を重ねてうろうろとな

いろに迷う︒その挙げ句︑未婚

るときも窮の煩悩が働いていろ

人間はこの煩悩が漏れ出ない

ったと説明し︑その意味は﹁行

定せぬ状態﹂とあるそうです︒

のままうろうろすることになる︒

ろする︒若い男女が結婚を決め

いや損だ︑と心が迷ってうろう

どんよく．

来たりするさま︒うろた−そやざ

してみることにした次第です︒

﹁人間は何ゆえうろうろした

ろうろ﹂ についての話を思い出

出るという意味と︑それにもう

と﹁有漏﹂は︑汚い煩悩が漏れ

櫨んのっ∴∴・もー

これを仏教語として解釈する
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悩は漏れ出てくるものだ﹂と︒

ても︑漬物のにおいのように煩

力する︒しかしどんなに努力し

ようにさまざまな誓いを立て努

不足が心配されます︒

した途端の晴天続きで︑夏の水

したにもかかわらず︑梅雨入り

分に満たしてくれるものと期待

大雪は︑今年の農業用水を十二

めに︑鷹巣在住の世帯主から続

ます︒そして︑寄付金依頼のた

月完成の計画が予定されており

事︑そして本工事へと進み︑九

三月頃に取り壊し︑三月基礎工

っしゃる︒

が︑いかがなものだろう﹂とお

さまを表現したものと思うのだ

は﹁仏教の説く煩悩の漏れ出る

で以来︑早くも三か月が過ぎよ

いう大役を前会長から引き継い

有難うございます︒自治会長と

理解と格別のご協力を賜り誠に

平素は︑自治会活動に深いご

会主催の年中行事についてです︒

次は︑例年開催している自治

提出をお願いいたしております︒

に就業中の子供さん達の住所の

く叔父︑叔母︑兄弟︑姉妹︑更

そして︑うろうろという言葉

詮

の心︶ その穀類は多く︑

らわし悩ませる妄念 ︵迷い

どうしようもありません︒今後

ります︒羨ましくもありますが︑

上手に︑しかも力強く哺いてお

鳴きだしたウグイスはまことに

うとしております︒丁度その頃

八月二六日

八月十五日

七月二三日

七月

宍粟よさこい牛

盆踊り大会

防災訓練

消火栓点検

クリーン作戦

リサイクル活動

九日

百八の煩悩︑ 八万四千の

ともどうぞよろしくお付き合い

身をわず

煩悩などといわれる︒煩悩

＊煩悩⁝⁝人間の心

を断ち切った境地が悟りの

の瑳お願いいたします︒

っとまつり

世
界
︒

巣地区での星山防災整備事業工

まず防災面では︑まもなく下鷹

会を取り巻く環境状態ですが︑

習委員会や活牲化委員会の皆さ

す︒隣保長さんをはじめ文化学

盛会となるよう努めたいもので

りも来年とムラ挙げての行事が

すが︑去年よりも今年︑今年よ

高齢化が問題視される昨今で

三善︵貪・噴・抗︶ の一つ︒

事が始まります︒また︑生活面

ん︑更には各種団体の皆さんの

さて︑これから先の鷹巣自治

貪欲︑欲深いこと︒

では︑平成三〇年四月より実施

ご協力をよろしくお願いいたし

＊有瀬⁝⁝﹁漏﹂は煩悩︒

＊斑・⁝⁚怒り︒うらむこと︒

の︑資源ごみ回収ステーション

煩悩のある状態をいう︒

＊蘭⁝⁝根本の真理を知らない

設置に向けての住民説明会の開

ます︒

＊貪⁝⁝異音はトン

こと︒患蘭︒無明︒

催と設置場所︵二か所︶を決定

験豊富な堅牢世代とのコラボ

今年は︑若い世代と経
基本的な煩悩の一つ︒

しなければなりません︒

されていることは喜ばしいこと

︵共同作業︶ による活動が計画

認された八幡神社の建て替え工

です︒ 世界中で異常気象が発

一万︑三月二六日の総会で承

事についての具体的な取り組み

生する現代︑いつ災害が発生す

鷹巣は︑いま？

を進めなければなりません︒今
産

るやも知れません︒心身共に健

原

のところ雪の状態により変更も

康に留意してお過ごし下さい︒

鰹

初夏の候︑皆様いかがお過ご

あると思われますが︑来年二〜

鷹巣自治会長

しでしょうか︒年初の記録的な
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活憧化委員長

金

本

秀

夫

梅雨入りしてから半月になり

ますが︑殆ど雨は降りません︒
田圃の稲も畑の野菜も水を恋し
がっています︒皆様におかれま
しては如何お過ごしでしょうか

お伺いいたします︒
ところで︑これからは日毎に

暑さも増して︑鷹巣のベストシ
ーズンを迎えようとしておりま
す︒そして︑﹁学校に泊まろう﹂

の宿泊客は昨年同様順調に予約

日︵日︶オープンとなりました︒

で一般五千円︵前売り券四千五

グはアルコールを含む飲み放題

ちなみに︑ディナーバイキン

て頂く予定です︒是非ご家族連

更に三月三一日の降雪で四月一

百円︶となっ

三月十一日のオープン予定でし

日はクローズになるなど︑前途

れでお越し下さい︒

︒八月の

老人クラブ花植え作業

多難な出足となりました︒しか

たが︑気温も低く結局三月二六

し︑交流
一日

しその後天候は穏やかで︑ゴー

チームが日頃の練習の成果を発

牛っとまつりにも

に綾習し

加古川よさこい祭参加

挿し︑それなりに

の輪を広げたいと
三日
ふれあい喫茶

一緒に楽しんでもらいたいと願

親子宿泊

波賀リトルリーグ

市長来訪
三五人

オカリナ演奏会

続き︑芝は若干焼けてはおりま

梅雨入りするも︑幸い空梅雨が

とができました︒六月は早くに

山のお客様にご来場いただくこ

ルデンウイークは天候もよく沢

穏やかな 夏の到来を願うはかり

いう現象に先が案じられる昨今︒

の一方で豪雨災害が発生すると

どれ程軽っただろうか？空梅雨

まびすく叫ばれるようになって

地球の温暖化・異常気象がか

離を盛り土

ております︒皆様におかれまし
六日

げることができま

ても当日は是非ご参加いただき
っております︒

活性化定例金

すが︑キャンセルもなく喜んで

す︒法人については種々ありま

けながら勉強会を進めておりま

に向けアドバイザーの指導を受

今︑活蛙化委員会では法人化

野活協ファミリー宿泊

で
す
︒
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成とまではいきませんが︑お陸

弁柄の由来に納得

五月分

おります︒只︑コース ︵芝︶ に

ヽ

白萩句会

山菜狩りイベント

すが︑例えは地元の皆様に少額

わせ

勉

花の下養銭錆し

本

一二〇％で終えております︒七

金

春 吟 行

老人クラブ草刈り作業

三千代

干支地裁

井

月・八月は千草にとってトップ

森

千種老人クラブ

昼日中空へあんぐり
三五人

シーズンを迎えます︒従ってこ

久

野草案内

名

秀

昭

江

百々子

久

森井三千代

井

どくだみの匂ひを運ぶ

森

誠さんを先生に迎え︑星空を見

風の径

本

上げながら楽しい星のお話をし

金

江

井

チューリップ

金

森

こは正念場と従業員一丸となっ

百々千

ふれあい喫茶

流しをり

一握の蕨の灰汁を
0円ランチ出店

六月分

筍は獣の好物

日︵土︶ には千草の夏恒例の

﹁星空ジャズコンサート＆星空

日の目見ず

活性化定例会

ウオッチング﹂を夕方六時三〇

命日の供奉は薄紅
がら進めております︒
これからもいろいろ検討して

ふれあい食堂

七月二二日︵土︶︑八月二六

て頑張る所存でございます︒

本

棲で四月・五月は昨年に比べて

来場者数については︑計画達

とっては雨がほしい状態です︒

三日

コ保存打合

山崎構物同好会宿泊

︵一︑000円経度︶ の出資を

していただき︑全員が草葉に参

の助成を受けるのが難しくなる

八日

組織でありますから︑行政から

株式会社という組織は︑鷹巣に
は向かないと判断しております︒

勉

分より開催いたします︒ディナ

カーネーション

一二日

本

ーバイキングと併せてお楽しみ

雲流れ色を変へゆく
春

になっております︒

今年の冬は例年にない大雪で

金

下さい︒また︑コンサート終了

計事務所の専門家の指導を得な

縛支配人

夏 の 山

いたします︒今後ともご指導︑
ご支援のほどよろしくお願い申

アイランドゴルフガーデン千草

参りますので︑具体的な方針が

後の星空ウオッチングでは藤原

経理面においても誰が見ても

チ

鷹巣の皆さん︑いつもお世話

一七日

ャ

決まれは︑この紙面でお知らせ

分かりやすいものにするため会

ン

有害会友会一︑00

六．︑．月

日

いのではないか︑と話し合って

八

日

一日

三

日

おります︒まだまだ県や市の支

四

日

二日

七

日

援を受けなければ成り立たない

加できる企業組合的なものがい

チ

が入り︑夏休み期間においては
ほぼ満室の状況になっておりま

︒
す
そんな中︑今年も八月一一六日

︵土︶ に第二回宍粟牛っとまつ
りを開催することが決定してお

ります︒昨年は各地から沢山来
ていただき︑ダイナミックなよ

さこい踊りを披露していただき

ました︒今年はお客様をお迎え
すべく地元からもホストとして

よさこいチームを立ち上げまし

た︒そして︑指導の先生を招き

昨年秋から毎週月曜日の夕方か
ら練習を続け︑去る五月二日に

は加古川にて開催された第十九
回踊りっこまつりに︑牛っとま

つりPR隊として参加し踊って

きました︒金本勉さんを筆頭に
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